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由布市 ②③
大龍祭文化の部第１
日
大龍祭体育の部

本校教育活動の保護者・地域へのアピール
学年，ホームルーム，部，委員会の企画・発表など

10月1日,3日 由布高校 由布高校 無料
由布高校
097-582-0244

由布市 ② 長宝祭２０１７ 日頃の学習の発表、作品展示、制作物の販売等 11月11日 大分県立由布支援学校 大分県立由布支援学校 無料 097-582-0326

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 10月30日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② オープンスクール 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 児童・保護者・地域の方との交流 11月5日 石城小学校 石城小学校 無料 097-583-0772

由布市 ② ふれあいＰＴＡ
県P連指定研発表会において地域保護者による授業公開を
行います。

11月25日 由布川小学校 由布川小学校ＰＴＡ 無料 097-583-0751

由布市 ② 学校公開 保護者・地域の方に学校を公開します。 11月10日 挾間小学校 挾間小学校 無料 097-583-0029

由布市 ② 観劇 保護者・地域の方に児童と観劇してもらいます。 11月28日 挾間小学校 挾間小学校 無料 097-583-0029

由布市 ② ふれあいＰＴＡ
授業公開と体験活動（幼稚園をふくむ全校児童と保護者・教
職員）

11月4日 谷小学校・幼稚園 谷小学校・幼稚園 無料 097-583-0079

由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 10月下旬 谷小学校 谷小学校 無料 097-583-0079

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 阿南小学校 阿南小学校 無料 097-582-0255

由布市 ② ふれあい集会 昔の遊びを通して地域の高齢者との交流 11月1日 東庄内小学校 東庄内小学校 無料 097-582-0241

由布市 ① 秋のお話会 読み聞かせサークル秋桜の会の読み聞かせ 10月27日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

由布市 ② 学校公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 西庄内小学校 西庄内小学校 無料 097-582-0017

由布市 ② ふるさと祭り 収穫したもち米を使ってのもちつき大会や学習発会等 11月19日 阿蘇野小学校 阿蘇野小学校 無料 097-585-1421

由布市 ①② ゆふっこ祭り
地域の方に講師を依頼し児童・保護者・地域の方との交流
を深め知恵や文化を学びます。

11月14日
由布院小学校・湯布院公
民館・コミセン

由布院小学校 無料 0977-84-2031 1限は自由参観

由布市 ① かわにし文化収穫祭 育てた菊を飾り、出し物披露。６年生が、出店をだします。 11月5日 川西公民館 川西公民館 無料 0977-84-5022

由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月9日 川西小学校 川西小学校 無料 0977-84-2329

由布市 ② ふれあいみなこい祭り 地区と小学校共催の交流活動 10月29日 塚原小学校体育館 塚原小学校 無料 0977-85-4141

由布市 ③ 文化芸術教室 由布市出身の若手イラスト作家による体験教室 11月10日 塚原小学校 塚原小学校 無料 0977-85-4141

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

由布市 ② 授業公開 日頃の授業の様子を公開します。 11月2日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017
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由布市 ② 文化祭 学校生活における様々な文化的活動の発表会 11月18日 挾間中学校 挾間中学校 無料 097-583-0017

由布市 ② 学校公開日 日頃の授業の様子を公開します。 11月1日 庄内中学校 庄内中学校 無料 097-582-0014

由布市 ② 文化発表会
文化発表会での取り組み(弁論・合唱・展示）を参観してもら
います。

11月5日 庄内中学校体育館 庄内中学校 無料 097-582-0014

由布市 ② 文化祭
全校生徒による合唱や日頃の学習成果の発表の場を保護
者･地域の方に公開します。

11月4日 湯布院中学校体育館 湯布院中学校 無料 0977-84-2026

由布市 ② 小運動会 大運動会に向けてのリハーサル 9月12日 石城幼・小グランド 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 秋季大運動会 秋季大運動会 9月17日 石城幼・小グランド 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 園公開日 日頃の保育の様子を公開します。 10月30日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 園公開日 日頃の保育の様子を公開します。 11月1日 石城幼稚園 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 親子ふれあいＰＴＡの様子を自由に参観 11月5日 石城幼・小グランド 石城幼稚園 無料 097-583-0161

由布市 ② 幼稚園公開日 由布川小学校と合同で幼稚園・小学校を公開します。 10月31日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② 芋ほり会 芋の収穫祭 11月9日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② 祖父母参観 交流会 11月8日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② なかよし運動会 家族で運動会 10月15日 由布川幼稚園 由布川幼稚園 無料 097-583-4399 幼稚園電話

由布市 ② サッカ-を楽しもう 指導者が来園し、サッカ-の楽しさを学びます。 10月5日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 園公開日 体験入園を兼ねて日頃の園の様子を公開します。 10月18日 挾間幼稚園 挾間幼稚園 無料 097-583-2850

由布市 ② 挾間町音楽会 挾間町内の幼・小・中学校が歌を披露します。 11月22日 挾間未来館 由布市教振 無料 097-583-2850

由布市 ② ふれあいＰＴＡ 保育参観とふれあい体験活動 11月4日 谷小学校・幼稚園 谷小学校・幼稚園 無料 097-583-3966

由布市 ② 園公開日 日頃の園様子を公開します。 11月1日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1157

由布市 ② 食育活動 お魚教室 11月8日 阿南幼稚園 阿南幼稚園 無料 097-582-1157

由布市 ② 持久走記録会 小学校と合同持久走大会の様子を公開します。 11月21日 阿南小学校・幼稚園 阿南小学校・幼稚園 無料 097-582-1157

由布市 ② 祖父母参観 祖父母の皆さんとのふれあい活動 10月下旬 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040

由布市 ② 公開保育 未就園児を招待します。 11月1日 西庄内幼稚園 西庄内幼稚園 無料 097-582-3040
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由布市 ② 新入園児体験保育 来年度入園予定児を招いて運動会ごっこをします。 10月20日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

由布市 ② 幼稚園公開日 日頃の保育の様子を公開します。 10月27日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

由布市 ②
祖父母参観餅つき大
会

祖父母と一緒に餅つきをします。 11月10日 由布院幼稚園 由布院幼稚園 無料 0977-84-2038

由布市 ②
大分県ＰＴＡ連合会指定
由布市立由布川小学校
ＰＴＡ研究発表会

日頃のＰＴＡ活動、授業の様子を公開 11月25日 由布市立由布川小学校 大分県ＰＴＡ連合会 097-583-0751

由布市 ②③
大分大学医学部第15
回医学部祭

大分大学医学部生が日頃の学び等を発表します。 10月7，8日 大分大学挾間キャンパス 医学部祭実行委員会 無料
学務課総務・入試グループ（097-
586-5510）


